
 1 

令和３年度沖縄県振興審議会 

第１回学術・人づくり部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年７月 29 日(木) 10：00～11：57  

２ 場 所 八汐荘 屋良ホール 

３ 出席者 

【部会委員】  

 部会長  前津 榮健  沖縄国際大学理事長兼学長 

      翁長 有希  一般社団法人沖縄キャリア教育支援企業ネットワーク理事 

      嘉納 英明  名桜大学国際学群教授 

      喜屋武裕江  一般社団法人グッジョブおきなわプロジェクト代表理事 

      大庭  憲  一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会会長 

      島袋 恒男  琉球大学名誉教授 

      宮城  潤  那覇市若狭公民館、特定非営利活動法人 

                      地域サポートわかさ理事兼事務局長 

 (欠席) 

 副部会長 仲村 守和  沖縄県ＮＩＥ推進協議会会長 

      大城 りえ  沖縄キリスト教短期大学教授 

      金城伊智子  沖縄工業高等専門学校情報通信システムエ学科教授 

【事務局等】 

  企画部：宮城企画部長、高江洲企画調整課長、寺本副参事(企画調整課) 

      照屋班長(企画調整課) ほか 

  教育庁：金城教育長、玉城県立学校教育課長、目取真義務教育課長、 

平田室長(総務課教育企画室)、当真主幹(総務課教育企画室) ほか 

  総務部：池田総務部長 ほか 

 

１．開  会  

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから沖縄県振興審議会第１回学術・人づく

り部会を開催いたします。 
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 なお、本日、企画部長、教育長、総務部長につきましては、別公務のため途中退席いた

しますので、御了承いただきますようよろしくお願いいたします。また、喜屋武委員にお

かれましては、御都合により 11 時 20 分頃に退席予定と伺っております。 

 本日、司会を務めます企画部企画調整課班長の照屋と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 議事に入ります前に、お手元の資料の出席者名簿を御確認ください。 

 本日、御都合により、沖縄キリスト教短期大学教授大城りえ様、沖縄工業高等専門学校

情報通信システム工学科教授金城伊智子様は欠席となっております。また急遽、沖縄県Ｎ

ＩＥ推進協議会会長の仲村副部会長につきましても、御欠席との御連絡がありました。こ

れにより本日は合計７名の方々が出席になっております。また、翁長有希委員におかれま

しては、本日オンラインで出席いただいております。 

 また、本学術・人づくり部会におきまして委員の異動がございまして、呉屋良昭委員に

代わり大庭憲様に委員を委嘱しております。本来であれば知事が委嘱状を交付すべきとこ

ろですが、本日は知事に代わり企画部長から交付させていただきたいと思います。 

 なお、交付におきましては敬称は略させていただきますので、御了承いただければと思

います。 

 それでは、大庭委員におかれましては机の前までお越しいただければと思います。 

【事務局 宮城企画部長】 

 人事異動通知書。 

 大庭憲。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３月31日までとする。 

 令和３年７月29日。 

 沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いいたします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 ありがとうございました。  

 それでは、委員の皆様から一言、御挨拶を賜りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず前津部会長から御挨拶をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 
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 皆さん、おはようございます。私は、沖縄国際大学の理事長兼学長をしています前津と

申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして嘉納委員、よろしくお願いいたします。 

【嘉納専門委員】 

 おはようございます。名桜大学の嘉納です。よろしくお願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして喜屋武委員、よろしくお願いいたします。 

【喜屋武専門委員】 

 皆様、おはようございます。一般社団法人グッジョブおきなわプロジェクトの喜屋武裕

江と申します。 

 昨年は、多様な人材の育成に関する万国津梁会議でも委員として意見交換の場で様々な

皆さんの声を聞いてきたので、今回これにフィードバックできる役割と思っていますので、

また頑張ります。よろしくお願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして大庭委員、よろしくお願いいたします。 

【大庭専門委員】 

 皆さん、おはようございます。ただいま沖縄県振興審議会専門委員に委嘱させていただ

きました、一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会会長をしております大庭と申します。

よろしくお願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして島袋委員、よろしくお願いいたします。 

【島袋専門委員】 

 おはようございます。島袋と申します。これまで学力向上とキャリア教育ということで

研究者の視点から関わっておりました。今回も主にそういった視点から発言させていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして宮城委員、よろしくお願いいたします。 

【宮城専門委員】 

 おはようございます。那覇市若狭公民館の館長をしておりますＮＰＯ法人地域サポート
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わかさの宮城と言います。 

 １点、訂正させてください。名簿で地域サポートわかさ理事長兼事務局長となっていま

すが、理事兼事務局長です。「長」という字を取っていただければと思います。 

 公民館、生涯学習、社会教育の現場の視点で発言できればなと思っています。よろしく

お願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 続きまして翁長委員、よろしくお願いいたします。 

【翁長専門委員】 

 翁長と申します。よろしくお願いします。今日はオンラインでの参加になりますが、私

もキャリア教育や、そこから関連する学力関係のところで特に関わらせていいただければ

と思っております。よろしくお願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 皆様、ありがとうございました。 

 それでは、開催に当たりまして本日は第１回目の会議となりますので、本部会を所管す

る企画部長、教育長及び総務部長から御挨拶をさせていただきたいと思います。 

 初めに企画部長挨拶、よろしくお願いいたします。 

【事務局 宮城企画部長】 

 おはようございます。本日は御多忙の中、本部会に御参加いただきまして誠にありがと

うございます。 

 復帰50年という大きな節目から始まります新たな振興計画は、本部会でも御審議いただ

きました現行計画の総点検結果を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、ウィズコロナ

からアフターコロナに向けた将来を見通す中で、未来を先取りし、日本経済の一端を担う

べく新時代沖縄を展望し得る観点から取りまとめたところでございます。 

 素案においては、本県が発展する最大のよりどころは人材。人材こそが最大の資源との

考え方を示しており、次代を担う若い世代の育成は極めて重要と位置づけているところで

ございます。 

 本部会では、学校教育の充実や地域社会を支える人材、産業を牽引する人材の育成など

幅広い分野において御議論いただきたいと考えており、委員及び専門委員の皆様におかれ

ましては、それぞれの御経験や専門的知識を生かした御意見、御提言を賜りますようお願

い申し上げます。よろしくお願いいたします。 
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【事務局 照屋班長(企画調整課)】  

 ありがとうございました。 

 続きまして教育長挨拶、よろしくお願いいたします。 

【事務局 金城教育長】 

 ハイサイ、グスーヨー チューウガナビラ。委員の皆様、おはようございます。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中、学術・人づくり部会への御出席をいただき

まして、心より感謝申し上げます。 

 先ほど企画部長からもございましたが、新たな振興計画(素案)においては、多様な能力

を発揮する人材は県民が豊かさや幸せを実感できる社会を支える土台であると、本県が大

切に育むべき最大の資源であると示しているところでございます。 

 また、御案内のとおり、国のいろいろな骨太の方針においても沖縄が日本の経済成長の

牽引役となるよう、人材育成を含め国家戦略として総合的、積極的に推進するとされてお

りまして、少子化が進む中で人材育成の重要性が高まってきており、その中で教育の果た

す役割はさらに大きくなっていると考えております。 

 本日の検討テーマは学校教育となっております。本部会からの御意見を素案に反映させ

るなど、今後10年の教育施策の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 ありがとうございました。 

 続きまして総務部長挨拶、お願いいたします。 

【事務局 池田総務部長】 

 おはようございます。前津部会長をはじめ、委員の皆様には御多忙の中、御出席いただ

き、また日頃から本県の教育、人材育成などに様々な御助力をいただき感謝を申し上げま

す。 

 新たな振興計画(素案)につきまして、私学の振興、あるいは高等教育環境の充実などが

総務部関連の項目でございます。これらの点につきまして、御専門の観点からぜひ様々な

御提言などをいただけたらと思います。私どもその提言を基に積極的に素案に反映させて

いきたいと思いますので、タイトな日程で大変申し訳ございませんが、ぜひ御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 
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 ありがとうございました。 

 ここで、企画部長、教育長及び総務部長は、別公務がありますので退席させていただき

ます。 

(宮城企画部長 金城教育長 池田総務部長退室) 

 それでは、会議の議事進行につきましては部会長が務めることとなっておりますので、

前津部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 

 それでは、前回に引き続きまして私が部会長を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

 議事に入ります。 

 去る６月9日に沖縄県振興審議会が開催され、県が策定した新たな振興計画(素案)が同審

議会に諮問されました。同諮問を受けて、本部会の所掌事務であります教育、人材育成、

歴史、学術等に関することについて調査審議することになっております。先ほどからの御

挨拶にもありましたように、この人材育成については非常に重要な部会だと考えておりま

す。 

 資料１(A3)の右上の図を見ていただきたいのですが、この図の下に全体をしっかり支え

るような形の図になっておりますが、そこに「多様な能力の発揮・人材育成」があり、ま

さにその計画全体の基礎となる部分に関して私たちの部会が審議をすることになっており、

恐らく皆さんもその重要性を認識していらっしゃると思います。委員の皆さんの御意見を

いろいろ伺いながら進めていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 なお、審議会につきましては原則公開となっておりますので、学術・人づくり部会にお

ける会議についても公開とさせていただきます。 

 では、まず初めに、新たな振興計画(素案)について事務局から説明をお願いいたします。 

２ 議  事  

(1)新たな振興計画(素案)について 

【事務局 高江洲企画調整課長】   

 委員の皆様には先日、新たな振興計画(素案)という形で黄色い冊子をお配りしていると

思います。資料のボリュームが多うございますので、本日は素案の概要ということで、Ａ

３の１枚紙の資料で素案の概要について御説明をしたいと思います。よろしくお願いしま

す。この資料につきましてはパソコン画面上でも共有しておりますので、オンラインで御
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参加いただいている翁長委員にもこちらを御確認しながらお願いをしたいと思います。 

 それでは、概要の左上、第１章 総説から御説明をいたします。 

 【１ 計画策定の意義】としては、(1)沖縄振興策の推進、(2)日本経済発展への貢献等が

ございますが、沖縄県の潜在的な発展可能性を存分に引き出すということは、我が国全体

の発展にもつながり、国家戦略としても重要な意義があると考えております。 

 【３ 計画の期間】については、令和４年度から令和13年度までの10年間とすることを掲

げております。 

 次に【４ 計画の目標】を御覧ください。 

 施策展開に当たっては、ＳＤＧｓを取り入れ、「持続可能な沖縄の発展」と「誰一人取り

残さない社会」を目指すこと。ウィズコロナからアフターコロナの新しい生活様式に適合

する「安全・安心で幸福が実感できる島」を形成し、県民全ての幸福感を高め、我が国の

持続可能な発展に寄与することを目指してまいります。 

 こうした本県が目指すべき姿を指向しつつ、沖縄21世紀ビジョンで掲げた５つの将来像

の実現、及び４つの固有課題の解決を図り、本県の自立的発展と住民が豊かさを実感でき

る社会を実現することを本計画の目標としております。 

 次に、中段の第２章 基本的課題を御覧ください。 

 【１ 本県を取り巻く時代の潮流】として、新型コロナウイルス感染症の拡大など世界の

動向、人口減少・超高齢社会への本格突入など国内の動向等を整理しております。 

 【２ 地域特性】について、ここでは優位性へと転化すべき特性、本県の強みともいえる

特性として、歴史的・文化的特性など４つの特性を整理しております。 

 【３ 基本的課題】について、基本的課題として(1)沖縄経済の重要課題、(2)沖縄におけ

る新型コロナウイルス感染症拡大によって明確化した課題、(3)沖縄におけるＳＤＧｓ推進

の優先課題を整理しております。 

 (4)将来像実現に向けた課題と道筋を御覧ください。 

 ここでは、第２章で整理した時代潮流、地域特性、抽出された課題を踏まえ、沖縄21世

紀ビジョンの将来像に即して課題と道筋を整理しております。これらの課題につきまして

は、新しい視点からの課題、あるいは複数の基本施策に関連する横断的な課題として整理

してございます。こちらについては、資料右側の第４章の基本施策との関連しますので、

後ほど御説明したいと思います。 

 それでは、資料右側上段の第３章 基本方向を御覧いただきたいと思います。 
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 【１ 施策展開の基本的指針】として、「安全・安心で幸福が実感できる島」の形成を掲

げております。県民の幸福感というものを基本的指針として設定したところが、本計画の

大きな特徴の１つとなっております。 

 右側の図【２ 施策展開の３つの枠組み】ですが、ＳＤＧｓにおける社会・経済・環境の

３側面の統合的な取組と５つの将来像の実現に向けた各種施策を展開するに当たって、現

行の沖縄21世紀ビジョン基本計画の社会と経済の２つの基軸に、新たな振興計画では「環

境」を加え、社会・経済・環境の３つの枠組みを基軸として各種施策を展開することとし

ております。 

 また、５つの将来像がＳＤＧｓと同じバックキャスティングの発想に基づくことから、

将来像実現に向けた施策展開の延長線上にＳＤＧｓを取り入れることで、将来像実現に向

けた取組がＳＤＧｓの達成にも寄与するものと考えております。 

 この３つの枠組みの外に水色で７つの丸の円がございますが、その中で歴史・文化、下

で先ほど部会長からもありました、グレーの楕円形で多様な能力の発揮・人材育成といっ

たものを配置しております。こちらは「安全・安心で幸福が実感できる島」の形成に向け

た重要な要素となります。これらは沖縄21世紀ビジョンで示した県民が望む５つの将来像

に含まれる要素でして、将来像の実現に向けた取組と重なるものと考えております。 

 社会・経済・環境の統合的な取組によって各種施策を展開することで、「安全・安心で幸

福が実感できる島」の形成にもつながっていくこととしております。 

 次に、【３ 施策展開の基本方向】について、３つの枠組みに対応する形で、(1)平和で生

き生きと暮らせる「誰一人取り残すことのない優しい社会」の実現、(2)世界とつながり、

時代を切り拓く「強くしなやかな自立型経済」の構築、(3)人々を惹きつけ、ソフトパワー

を具現化する「持続可能な海洋島しょ圏」の形成を各施策展開に通底する基軸的な３つの

基本方向として設定しております。 

 その下の【４ 計画展望値】で、施策展開による10年後令和13年度の沖縄の姿を示す計画

展望値を３つの枠組みごとに設定しております。現行計画における計画展望値に加えまし

て、(1)社会に係る展望値では離島人口を追加しております。(2)経済に係る展望値では域

内自給率、(3)環境に係る展望値では温室効果ガス排出量を新たに設定してございます。 

 次に、中段の第４章 基本施策の右端に計画体系がございます。三角形のピラミッドのも

のです。 

 沖縄21世紀ビジョンで掲げた５つの将来像の実現に向けて、基本施策35、施策展開106、
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施策354と設定しております。左側の５つの将来像ごとに設定をした主な基本施策について

は資料の左側、先ほど若干説明しましたが、第２章３の基本的課題の(4)将来像実現に向け

た課題と道筋と対比をして御説明をしたいと思います。 

 資料の左側の第２章の【３ 基本的課題】の(4)将来像実現に向けた課題と道筋の５番目

の一番下の青字の項目になりますが、(多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して)の

実現に向けた課題と道筋としまして、１点目に「人材こそが最大の資源」という考えによ

る若い世代の育成、２点目に人間力や非認知能力の育成を掲げております。 

 これらにつきましては、資料の右側中段に第４章 基本施策の一番下の青字の５の多様な

能力を発揮し、未来を拓く島を目指しての１点目にある「生きる力」を育む学校教育の充

実が対応したものとなっております。 

 以下同様に、資料左側の３点目、時代変化に対応できる人材育成につきましては資料右

側の２点目、多様な能力を育て、力強く未来を拓く人づくりが対応して、資料左側の４点

目、少子化に伴う労働力不足の対応については資料右側の３点目、人口減少に対応し、地

域社会を支える人づくりと人材の確保などが、将来像実現に向けた課題と道筋に対応する

形で基本施策を設定してございます。 

 次に、第５章 克服すべき沖縄の固有課題についてです。４つの特殊事情から派生する固

有課題を整理してございます。こちらは国土の均衡ある発展の観点から、国の責務として

必要な措置が講ぜられるべき固有課題として、(1)基地問題の解決など４項目を整理してご

ざいます。 

 右の２の固有課題克服のための行財政システムの強化・拡充及び施策金融の活用では、

沖縄振興特別措置法の活用や跡地利用推進法、沖縄振興開発金融公庫など克服のための制

度的基盤について整理をしてございます。 

 その下の第６章 県土のグランドデザインと圏域別展開についてでございます。 

 １の県土全体の基本方向として、(1)県土の均衡ある発展と持続可能な県土づくりなど３

項目を整理するとともに、５つの圏域の枠を超えた広域的な観点から、２の県土の広域的

な方向性として、(1)県全体の持続可能な発展を牽引する中南部都市圏の形成など６項目を

整理してございます。 

 下の３の圏域別展開では、北部圏域から八重山圏域など５圏域につきまして施策展開の

基本方向を提示してございます。 

 第７章 計画の効果的な推進については、本計画のアクションプランとなる実施計画等に
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ついて記載をしてございます。以上が素案の概要でございます。 

 参考資料３の関連体系図(案)【抜粋版】の34ページをお開きいただきたいと思います。 

 一番上の基本施策5-(2)「生きる力」を育む学校教育の充実についてです。ここでは現時

点の案として、基本施策の目標となる最終アウトカムの主要指標に「将来の夢や目標を持

っている」児童生徒の割合を掲げております。 

 それから、小学校における学力向上の推進など、各施策の目標となるアウトカムの成果

指標に「全国学力・学習状況調査における平均正答率の全国との差(小学校)」などを(案)

として掲げております。 

 今回の計画策定に当たりましては、計画の検証可能とするエビデンスを重視した計画づ

くりを進めておりまして、基本施策ごとの主要指標の実現に向けて施策ごとの成果指標の

達成に向けた手段、取組等の因果関係を整理するロジックモデルの構築が可能となる計画

を目指していくこととしております。これら主要指標や成果指標の妥当性についても、委

員の皆様から御意見を賜りたいと考えております。 

 以上、簡単ですが、新たな振興計画(素案)の概要でございます。 

【前津部会長】  

 ありがとうございました。 

 続きまして、部会の運営方法等につきまして事務局からの説明をお願いしたいと思いま

す。 

(2)部会の運営方法等について 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】  

 私からは、部会の運営方法等について説明いたします。お手元の資料２、学術・人づく

り部会の運営方法等についてという資料を御覧ください。 

 学術・人づくり部会の所掌事務は、教育・人材育成、歴史、学術等に関することとなっ

ており、その所掌する内容につきましては新たな振興計画(素案)の調査審議を行っていた

だきます。 

 部会における調査審議といたしまして、新たな振興計画(素案)について、第２章 基本的

課題、第４章 基本施策、第６章３ 圏域別展開などの方向性について。 

 また、関連体系図(案)につきましては、基本施策ごとに設定された主要指標、施策ごと

に設定された成果指標の妥当性などについて御議論いただきたいと考えております。 

 また、そのほか委員の皆様から自由意見をいただくことになっておりますので、その意
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見についても御議論いただきたいと考えております。 

 それでは、２ページをお開きください。調査審議のスケジュールについてですが、オレ

ンジ色の四角枠を御覧ください。 

 本部会は７月から９月にかけて４回開催いたします。４回目に中間報告を取りまとめ、

その後11月に第５回目の部会を開催いたしまして、審議結果を取りまとめる予定となって

おります。中間報告、審議結果につきましては、部会長が正副部会長合同会議でそれぞれ

報告し、その報告を踏まえ答申案を協議決定、また審議会会長に提出されることになって

おります。 

 次に、部会開催までの流れについて御説明いたします。 

 本部会では、開催の２週間前までに開催通知と事前の意見照会を行わさせていただきま

す。委員の皆様におかれましては、部会開催の１週間前までに様式による意見書の提出を

お願いしたいと思っております。 

 部会当日は、委員の皆様から事前に提出いただきました御意見への対応方針案の説明、

また１つ前の部会で委員から御発言のあった意見の確認などを行いながら、検討テーマの

調査審議を行ってまいりたいと考えております。 

 各会の検討テーマといたしましては、本日第１回目では学校教育、第２回目には高等教

育、地域人材、産業人材、第３回目には生涯学習、文化財等を予定しております。 

 検討テーマの各回における該当箇所につきましては、お手元の参考資料２の新たな振興

計画(素案)【抜粋版】と、参考資料３の関連体系図(案)【抜粋版】に第１回目は赤色、第

２回目は青色、第３回目は緑色でその審議テーマが分かるような形でお示しさせていただ

いております。 

 それでは３ページをお開きください。その他、議事録の取扱いなどについて御説明させ

ていただきます。 

 議事録及び議事要旨につきましては、会議終了後２週間以内をめどに作成いたします。

その後、部会長及び各出席委員の確認を経た上で県ホームページで公表することとしてお

ります。 

 次に、他の部会への意見書の提出等について説明いたします。 

 委員の皆様は、他の部会への意見書の提出が可能となっております。各委員におかれま

しては、新たな振興計画(素案)の全てに意見を述べることができます。また、この資料に

は記載はございませんが、特に人材育成については幅広い分野において求められる課題で
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あるということで、個別の分野、例えば観光や医療、福祉の人材などについては主に他の

そういった部会で審議されることになりますが、本部会では総論的な観点から人材育成に

ついて御議論いただきたいと考えております。 

 また、他の部会への出席につきましては、その部会長の許可を得て出席し、意見を述べ

ることが可能となっております。この場合には、当該部会の開催１週間前までに各部会担

当課を通じまして出席許可申請書の提出が必要となります。各部会の開催日程等につきま

しては県企画調整課のホームページにてお知らせいたしますので、御確認ください。説明

を終わります。 

【前津部会長】  

 ありがとうございます。 

 続きまして、第１回の検討テーマであります学校教育につきまして、委員から事前に提

出されている意見を一覧にした資料を配付してあります。ある程度まとめて事務局の説明

を受け審議していきたいと思いますので、事務局から説明をお願いいたします。 

(3)調査審議(検討テーマ：学校教育)  

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】  

 本日はよろしくお願いいたします。審議時間を十分に取るため、私のほうで一括して説

明させていただければと思います。 

 お手元の資料３、送付させていただいている新たな振興計画(素案)、もしくは参考資料

２の抜粋版を御準備いただけますでしょうか。 

 資料３は、委員から提出いただいた新たな振興計画(素案)の文章修正についての意見を

一覧にしたものでございます。委員の意見の右端には事務局の考え方等が記載されており

ますが、参考意見として御審議いただければと思います。意見においては２回に分けて審

議したいと思います。番号１～14番まで御説明後、御審議お願いいたします。 

 では、資料３の１番を御覧ください。新たな振興計画(素案)の54ページ、31行目以降に

なります。 

 子どもの貧困に関する貧困状態にある子どもへの支援の施策展開ですが、喜屋武委員か

ら、貧困状態にある子どもへの支援、対応について学校現場の負担軽減の観点から、支援

員や地域医療機関、福祉施設との関与について追記したほうがよいのではないかとの意見

がございます。 

 学校現場の役割は大きくなっていることから、関係機関との連携・協力は重要であると
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考えております。事務局としては、所管である福祉保健部会への申し送りの上、追記につ

いて検討いただければと考えております。 

 ２番を御覧ください。 

 喜屋武委員から、ＧＩＧＡスクールに関してハード面は進んできたところでございます

が、学習デジタルコンテンツ等のソフト面の充実について追記したほうがよいのではない

かとの修正意見がございます。 

 168ページの４行目を御覧ください。事務局としましてもデジタル教材の充実については

重要であると考えていることから、素案に記載しております今後もソフト面の充実を図っ

てまいりたいと考えております。 

 ３番及び４番、157ページの29行目を御覧ください。 

 翁長委員より、いつでもどこでも学びを深められる環境についての定義、及び次に続く

「生まれ育った地域や社会のつながりを～」の関係性について疑義がございます。こちら

については、当該文章は多くの施策のリード文としまして、10年後の目指す姿を記載して

おります。今後詳細な文章に修正を予定しておりまして、その際に検討していきたいと考

えており、現時点では原文のままとさせていただければと考えております。 

 次のページの５番、素案161ページの６行目を御覧ください。 

 島袋委員より、教育環境の前に「ハード面とソフト面」という語句を追記したほうがい

いのではないかという修正意見がございますが、事務局としましては現在、「教育環境」と

いう語句を使用する際にはハードとソフト双方の意味を含んだものとして使用しているこ

とから、原文どおりとさせていただければと考えております。 

 ６番と７番、同じく161ページの24行目、25行目を御覧ください。 

 翁長委員より、「自分の良さや可能性を認識できるような関わり」の記載に関して、誰と

の関わりなのか。また、「協働して様々な課題を解決」という記載に関して、誰との協働な

のかという疑義がございます。 

 事務局としましては、児童生徒、教職員、家庭等と考えております。 

 ８番、同じく161ページの32行目を御覧ください。 

 翁長委員より、少人数学級の推進や学習支援員等の活用など、きめ細かな指導体制の充

実を図ることが生徒の学習に対する目的意識の醸成につながるものか疑問があるため削除

し、他箇所に記載したほうがいいのではないかとの意見がございます。 

 事務局としましては委員意見を踏まえ、今後修正について検討していきたいと考えてお
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ります。 

 ９番、同じく161ページの22行目を御覧ください。 

 翁長委員より、22行目の学習ボランティアと32行目の学習支援員の表記の違いについて

疑義がございます。市町村により呼称が異なる場合もありますが、「学習支援員」として統

一したいと考えております。 

 10番、162ページの４行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、「校内研修の活性化」という語句の追記について御意見がございます

ので、事務局としましては意見のとおり追記したいと考えております。 

 11番、同じく162ページの５行目を御覧ください。 

 翁長委員より、「地域や家庭」以下の文章について修正意見がございます。事務局としま

しては委員意見を踏まえ、今後修正について検討してまいりたいと考えております。 

 ３ページをお開きください。12番、素案161ページの21行目を御覧ください。 

 この行以下、小中高校における学力向上に関する施策の記載がございますが、翁長委員

より各施策に「探究」という語句の記載についての意見がございます。事務局としまして

は委員意見を踏まえ、今後修正について検討してまいりたいと考えております。 

 13番、162ページの12行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、大学の知見を取り入れるため「高大連携」の語句の追記の意見がご

ざいます。事務局とましては、御意見のとおり追記したいと考えております。 

 14番、163ページの２行目を御覧ください。 

 翁長委員より、ＮＰＯ・フリースクール・民間教育機関・通信制学校との連携、これら

の教育機関での学習の単位化などのシステムの整備の検討について御意見がございます。 

 教育委員会としましては、現在フリースクール等との連携に取り組んでいるところであ

り、町村教育委員会とも連携しながら、引き続き取組を支援していきたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。審議をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 それでは審議に移ります。 

 １番から14番までの意見につきまして事務局の考え方等の説明がありました。意見を提

出されました喜屋武委員、翁長委員から何かありますか。 

【喜屋武専門委員】  
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 １番の生活支援、経済支援だけではなくての部分は、今、就学援助制度など様々な制度

はありますが、やはり貧困の連鎖を断ち切っていくには精神的なサポートのところが、ど

うしても今は学校の先生方、養護教諭や担任に任されていて、それは専門外の部分もかな

りあるのではないかという思いもありましたので、ここは意見させていただきました。御

検討ありがとうございます。 

 ２番に関しましては、もしかしたらこれは自由記述がよかったのかもしれませんが、こ

れまで沖縄県はデジタルコンテンツ、文化財などに関しても様々されているのですが、ぜ

ひこれをプラットフォーム的に学校教育で使えるようにしてほしいと思っています。 

 今、文科省が令和の日本型教育ということで、各省庁と連携して学校のデジタル化を推

進していますので、沖縄県も教育委員会だけにお任せするのではなくて横の連携で、これ

まで作ってきたものも全部まとめてしまって、先生方はこれからカリキュラムマネジメン

トなども教科横断型で行っていこうと学習指導要領にも記載されていますので、そこに指

導案であったり、子供たちがすぐダウンロードできるようなワークシートもあればいいな

ということで、参考として今経済産業省がやっております「未来の教室」のものも載せて

いますので、そういうソフト面の充実も各部署連携で行っていただければと思いました。

以上です。ありがとうございます。 

【前津部会長】  

 翁長委員、お願いします。  

【翁長専門委員】  

 私は、この後に続く項目とも重複することがあるかと思いますが、今回は大きく２点の

視点のポイントで見ました。１つは連携、もう１つは学力というところです。 

 連携というのは今後、学校教育と学校教育外の連携が恐らくこれまで使われていた連携

というところよりももっと踏み込んで、もっと広く様々なセクターとの連携になってくる

かと思いますので、表記上、何となくこれまでやっていた、これまで連携していたものと

同じように取られる表現や文言は、もう少し踏み込んで明確にすべきかなという視点で何

点か意見を出させていただいております。 

 もう１点は学力に関してですが、学力というところは「確かな学力」でもきちんと明記

されていますので、確かな学力というのは、これまで一般的に言われていた勉強ができる

という学力からは大分捉え方が変わってきています。変わってきていて、それを定着させ

ていかないといけない時期かと思っております。 
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 今回、小中高の学力の記述を見ると、今までどおりのお勉強で点数を取る学力の向上と

いうようなニュアンスが取られるところに関しては、もう少し踏み込んで記述すべきかと

いうことで書かせていただいております。そこのポイントで「探究」や確かな学力を身に

つけるためにキーワードとなっているポイントなどは、少なくとも押さえたほうがいいの

ではないかと思っております。 

 あと１点。私も勉強不足で改めて質問させていただきたいのは不登校のところです。14

番の不登校児童生徒への支援体制の強化で書かせていただいているのですが、これ今現在、

外部の支援機関というか、ＮＰＯ・フリースクール・民間の教育機関での子供たちの学び

の場を確保したときの単位化の整備はどの程度進んでいますか。これは勉強不足で質問に

なります。以上です。ありがとうございます。 

【前津部会長】  

 説明は後でまとめてお願いするとして、14番までのところで島袋委員も意見を出されて

いますので、一言お願いしたいと思います。 

【島袋専門委員】  

 読んでみまして、やはり「教育環境」という言葉に私は非常に引っかかっています。ど

ういう意味で引っかかっているかというと、一般的に環境というと、どうしても自然環境

や物理的な環境、そういうところに人の目がいきまして、この辺は沖縄県は大分向上して

きたと考えていますが、教育システム、あるいは教育方法、この辺をもう少し強く出した

ほうがいいのではないかと思っているわけです。 

 というのは、「教育」という言葉を分析すると教えて育てると書くわけですが、従来見て

いますと、沖縄だけではないと思いますが、教えるほうに力点が置かれすぎて、教えて子

供たちをどう育てるかというところまでは教育システムや教育方法が十分に意識していけ

ない部分がありまして、そういった意味で、ソフト面を教育システムや教育方法が本当は

一番大事だと思いますが、この辺をもう少し前面に出したほうがいいのではないかという

思いでこういうことを指摘させていただきました。そんなに強いこだわりはありません。

以上です。 

【前津部会長】 

 事務局からお願いします。 

【事務局 目取真義務教育課長】  

 御質問等ありがとうございます。 
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 まず翁長委員の単位等を不登校の児童生徒の学習状況の把握、また評価等についての意

味合いだと思います。現在、不登校の小中学生の児童生徒に関しましては、不登校中に仮

に学校以外の別の機関にこの子供が通われている状況にある場合は、そこのスーパーフリ

ースクールであったり何らかのボランティアであったりと様々でありますが、そこと連携

を取りまして、ある一定の学習量が行われているかどうかの確認が行われます。 

 その学習材等の提出または提示していただくことを定期的に行う中で、学校長が学校教

育の中で一定の小中における学習内容とある程度合致すると判断した場合は、当該学年を

終了したと認定していく流れになっております。 

 中には、学習材が提供できないなど、そういう場合もあったりします。その場合も学校

からこれだけの内容を学習してくださいとプリント等を配布したり、ＤＶＤ等の映像資料

を提供したりしているところであります。 

 先ほどの不登校の学習環境の中にもつながってくると思いますが、今現在ＧＩＧＡスク

ール構想に基づいて、小中においては１人１台のタブレットやパソコンの配置がされてお

ります。その中において不登校の子供たちが、学校にも定期的にも来られないという場合

には、例えば別室の学習室からその不登校の子供の家庭とつながりながら、それを通して

学習をする取組も進んでいるところです。または、その学習室までは行けるが、教室に入

れない子供たちもいたりします。そういった場合は学習室から教室の様子をオンラインで

つなぎ、それを見ながら学習していくというステップを踏みながら登校復帰に取り組んで

いるというところであります。 

【事務局 玉城県立学校教育課長】   

 高校においては小中と同様に、教室に入れないが、学校には来られるという生徒につい

ては保健室登校や別室登校で学習をしてもらって、当然授業日数単位を認めていくと。あ

るいは学校に来られないが別の施設、例えば教育センターの適応指導教室がございます。

そういうところで学校から課題をもらって、そこでしっかり勉強、指導を受けて単位を認

めていくという多様な方法で不登校の生徒にも対応しているところでございます。以上で

ございます。 

【事務局 目取真義務教育課長】  

 教育環境についてです。委員御指摘のとおり、以前の学校の中における教育環境といっ

た場合は、例えば教室の中であったり学校内の環境であったり、または子供が持つ学習教

材、その他いろいろなＩＣＴ環境だったりを網羅的に表現していたと思いますが、おっし
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ゃるとおり今学習環境という環境は、ハード面・ソフト面も含めてもっと大きな意味合い

も持ってきているなと感じています。 

 先ほどお話ししたとおり、今後、不登校の子供たちについてもオンラインで学習が可能

になるのではないかというところまできていたりします。ただ、授業日数等これから越え

なければいけないハードルはたくさんありますが、教育環境につきましてはまた再度どの

ような表現等が今後できるのかというところに関しては、また検討させていただけたらと

考えております。以上です。 

【前津部会長】  

 ３名の委員の方々、今の説明でよろしいですか。 

(意見なし) 

 それでは、続きまして15番から29番までの説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】  

 引き続き御説明させていただきます。 

 15番、素案163ページの11行目を御覧ください。 

 喜屋武委員より、いじめ問題の取組の中でスクールロイヤーに関する記載の追記につい

て御意見がございます。事務局としましては御意見のとおり修正したいと考えております。 

 引き続き16番、素案164ページをお開きください。 

 翁長委員より、20～26行にかけて「探究」「個別最適化」「キャリアパスポート、ポート

フォリオの活用」の語句の追記について御意見がございます。事務局としましては委員意

見を踏まえ、今後修正ついて検討してまいりたいと考えております。 

 ４ページの17番、同じく素案164ページの29行目を御覧ください。 

 翁長委員より、キャリア教育を促す取組について説明を追記すべきという御意見がござ

います。事務局としましては委員意見を踏まえ、今後修正について検討してまいりたいと

考えております。 

 18番、素案165ページの３行目を御覧ください。 

 翁長委員より、高等学校のキャリア教育の目標について検討するよう御意見がございま

す。事務局としましては委員意見を踏まえ、今後修正について検討してまいりたいと考え

ております。 

 素案168ページの32行目を御覧ください。 

 18番の項目に、地域連携プラットフォームの対象に高等学校も含め、素案の169ページの
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７行目の実践的なキャリア教育の推進について検討願いたいとの意見が翁長委員よりござ

います。 

 素案165ページの17行目を御覧ください。 

 冒頭に産業会と専門高校が連携するための「プラットフォームの構築」の語句を追記す

るほか、軽微な修正を行いたい考えております。 

 19番、素案165ページの３行目を御覧ください。 

 翁長委員より文字の語尾について指摘がございますので、修正いたします。ありがとう

ございます。 

 20番、素案165ページの13行目を御覧ください。 

 翁長委員より「ニーズを踏まえ」について、何のニーズであるのかと疑義がございます。

事務局としましては、児童生徒、保護者、地域、社会等のニーズと考えております。 

 21番、素案165ページの14行目を御覧ください。 

 翁長委員より、子どもたちと向き合う時間の確保と前段部分の関連性に疑義があるとの

意見がございます。事務局としましては委員意見を踏まえ、当該箇所を削除し、素案166

ページの３行目以降について、子どもたちと向き合う時間の確保に関する記載を追記して

まいりたいと考えております。 

 ５ページの22番、同じく素案165ページの15行目を御覧ください。 

 翁長委員よりコミュニティスクールの表記について意見がございますので、意見のとお

り修正いたします。 

 23番、素案165ページの15行目を御覧ください。 

 翁長委員より、コミュニティスクールや地域学校協働活動の正確な目標について意見が

ございます。事務局としましては委員意見を踏まえ、修正してまいりたいと考えておりま

す。 

 24番、素案167ページの１行目を御覧ください。 

 外国語教育に関する施策ですが、振興審議会委員の渕辺委員より基地内留学について考

えるべきとの意見がございます。基地内留学につきましては、広域財団法人沖縄県国際交

流・人材育成財団により推薦事業等を既に実施していることから、原文どおりとさせてい

ただきたいと考えております。 

 25番、素案167ページの19行目を御覧ください。 

 翁長委員より、多様な能力を伸ばす施策体系がＩＣＴ教育と科学・理数教育の充実でよ
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いのかという御意見がございます。事務局としましては委員意見を踏まえ、施策展開の名

称の修正について検討したいと考えております。 

 26番、素案168ページの１行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、ＩＣＴ研修について「全教職員対象の」という語句の追記に関する

する意見がございます。事務局としましては委員意見を踏まえ、修正したいと考えており

ます。 

 資料３の６ページをお開きください。 

 27番については、文化観光スポーツ部会の倉科委員より移民関係資料の保存について御

意見があり、第３回に審議予定となっております。 

 28番については、振興審議会委員である渕辺委員より女性の活躍について御意見があり、

所管である総合部会に申し送りたいと考えております。 

 29番についても、同じく渕辺委員より外国人材の活用について御意見がございますので、

第２回に審議予定としたいと思います。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 ただいま事務局から説明がありましたが、翁長委員、今の御説明について何かあります

か。 

【翁長専門委員】  

 どうもありがとうございます。 

 １つは、今回この中で最も気になったのが高校のキャリア教育の施策部分だと思ってお

ります。議題に関しては次回以降ということだったのでこちらで書いてはいませんが、大

学の高等教育のキャリア教育であったり教育の施策のところは、例えば168ページの19行目

以降からの高等教育の施策に関しては、読んでいて、今後の時代背景であったり国の施策

であったりが大分反映されて記述されている感じがしているのですが、それに対して高校

の教育のところは、これまでやってきた教育から抜けきれていないのかなというのが今回

の中では最も気になったところです。 

 ここには書き入れていませんが、文科省でも地方創生関連施策の中でもＣＯＲＥハイス

クール・ネットワーク構想であったりマイスター・ハイスクール(次世代地域産業人材育成

刷新事業)であったり、結構大胆な施策展開等々も出されているところで、そういうところ

も踏まえて、必ずしもそこに100％準じるということではないと思いますが、それも参考に
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しながら、高校のキャリア教育の目標値みたいなところがもう少しきれいに描かれるとい

いかなと考えております。 

 具体的には大学のところには記載されていますが、今後、地方創生やキャリア教育の目

標が職業観や就業観だけではなく、地域づくりや地域の産業との連携によって今後どうい

う人材が必要になってくるか、専門高校だけではなく普通科の高校でも魅力ある学校づく

りが必要になってくるでしょうし、地方創生等々との教育内容の連携も必要になってくる

かと思います。 

 産業界との具体的な、もう少し踏み込んだ連携も必要になってくると思いますので、そ

のあたりも踏まえた上で、高校のキャリア教育の沖縄県の目標値はやり直す必要があると

感じております。以上です。 

【前津部会長】  

 ただいま翁長委員から、高校のキャリア教育について少し弱いのではないか、書けてい

ないのではないかという質問がありましたが、そのあたりいかがでしょうか。 

【事務局 玉城県立学教育課長】   

 確かに御指摘のとおり、大学進学率であったり就職率であったり全国と比較すると、そ

の点がまだまだ低いという部分があります。キャリア教育を高校に入ってから早期から努

めていきたいということで、我々も様々な事業を持っておりますが、例えばキックオフ事

業であっても、これまで３年生を対象にしてきたものを２年生からすぐ対象にしようとか、

インターンシップの在り方についてももう少し効果的な、子供たちのマッチング、行きた

いところに行かせるような方法がないかということで、今回から改めて夏休みに希望を取

りまして、企業とのマッチングを行いまして行かせるような取組も始めているところでご

ざいます。 

 確かにそこをしっかりやって子供たちに将来を見通す力を持ちながら、また振り返る力、

今回、令和２年度からキャリアパスポートも入ってきて、今の高校１年生は中学３年生か

らキャリアパスポートが引き継がれてきています。今後これを有効的に活用できるように、

学校現場と連携しながらしっかり取り組んでいきたいと思います。以上でございます。 

【前津部会長】  

 翁長委員、今の説明でよろしいですか。 

【翁長専門委員】  

 この振興計画でいうと今後10年の方針になってくるので、現在インターンシップの見直
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しやキャリアパスポートの導入は、今後の教育改革の基盤づくりの段階でしかないと思っ

ておりまして、それを基盤にして10年間、どう高校教育が変わっていかなければいけない

のかを踏まえた上で見直していただければいいかと思っております。ありがとうございま

す。 

【前津部会長】  

 何かありますか。 

【事務局 玉城県立学教育課長】  

 産業界との連携についても御指摘がございましたので、我々、沖縄県産業教育推進のた

めの研究協議会を２月に立ち上げて、特に専門高校の子供たちを産業界とどう連携させて

いくかについて今議論中です。そういうところもしっかり反映できるような表現ができた

らと思っているところで、検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

【翁長専門委員】  

 それに関して具体的なところでいうと、18番です。修正の御検討ありがとうございまし

た。ここも「産業界と専門高校が連携するためのプラットフォームの構築や」と修正案で

いただいていますが、これが専門高校のみでいいのかどうかの検討を再度お願いしたいと

思っております。 

【事務局 玉城県立学教育課長】  

 それについても課に持ち帰って、学校とも意見交換しながら検討させてください。 

【翁長専門委員】  

 どうもありがとうございます。 

【前津部会長】  

 今、翁長委員とのやり取りがありましたが、これ以外につきまして委員の皆さんから何

かありますか。どうぞ。 

【喜屋武専門委員】  

 15番、私のほうで提言させていただきましたスクールロイヤーの追記の件、ありがとう

ございます。 

 ここに書くべきか悩んだ件は、③地域総がかりによるいじめ問題への取組ということで、

この中に教員に対する研修や予防、防止に関するものをどう入れていくかということを悩

みました。 

 なぜかというと、今、学校では、子供対子供のいじめを想定されていると思いますが、
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私も那覇市の教育委員をさせていただいて、悲しいかな、教員から生徒に対する精神的・

心理的に傷つける問題も最近見受けられているので、防止に関することとか、最近、国で

は過去にそういう経験をした教師を復帰をさせることに教育委員会は否定することができ

る問題がやっと出たりしてきているので、そういうことをここに入れるべきなのかどうか。

質問に近いですが、教えていただければと思います。 

【事務局 目取真義務教育課長】  

 お答えいたします。今おっしゃっているとおり、私たちとしてもスクールロイヤーの文

言については入れさせていただきたいと思っているところです。 

 そのことについては今のお話と関連しておりまして、子供同士だけではなく、教師と保

護者間、それから保護者間、教師から子供に対してと、今様々なケースで課題解決が難し

い事案がたくさん挙がっております。その件に関しまして、学校がこれまで以上に法的な

知識を身につけていかなければいけない時代になってきていると、私たちも認識しており

ます。 

 スクールロイヤーの導入ついては、必ずしもトラブルを解決していただくための導入で

はなくて、このスクールロイヤーの方々を通して研修を行いながら、学校の先生方が社会

一般的にこういう場合はどういう法的な関わりがあるのかを学ぶ場を創出したいと考えて

いるところであります。 

 おっしゃっているような、様々なケースのことについてここに入れるどうかに関しまし

て、今後意見交換をしていくべきだと思っておりますが、スクールロイヤーの活用につい

てはできるだけ追記していければと考えております。よろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 ほかに御意見ありますか。どうぞ島袋委員。 

【島袋専門委員】  

 161ページのア 確かな学力を身に付ける学校教育の充実ですが、ここを質問あるいは指

摘しようと思ったのですが、どういうふうに言ったらいいのか、前もって指摘あるいは意

見を述べることができなくて、今確認しておきたいのですが、小学校、中学校、高等学校

の学力向上の推進。確かにそこに書かれているとおりだとは思いますが、学力向上だから

小学校、中学校、高等学校、書き方が似てくるのも致し方ないというところもありますが、

ただ、今までの小学校、中学校、高等学校もそうだと思いますが、やはり学力に関して抱

えている問題がかなり違いますよね。小学校はほぼ全国平均に到達したと聞いております
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が、中学校はまだまだ全国平均には及びません。あとは高等学校も進学率や就職率の問題

を抱えておりまして、そういう状況の中でほぼ似たような書き方でいいのかなと。かとい

って、どう書いたらいいかなかなか指摘もできなくて。 

 そういう意味で、小学校、中学校、高等学校、同じ書き方は共通していますが、それぞ

れに抱えている課題が大きく違うという視点で書いたほうがいいのかなと気がしておりま

す。感想です。 

【前津部会長】  

 今の確かな学力のところに関しては、私からもお聞きしたいです。 

 小学校の23行目は「学習意欲の向上と確かな学力」と書いてあります。それから中学校

は33行目に「目的意識の醸成と確かな学力」と記述されています。 

 ところが、高校のところはそうではなく、「目的意識の醸成と基礎的な学力」となってい

るのですが、この違いは、高校は違うという意味合いが込められているのかどうなのか、

少し説明していただきたいと思います。 

【事務局 目取真義務教育課長】  

 まず島袋委員の意見等に関してですが、おっしゃるとおり小中高と課題はかなり違うと

私たちも認識しております。 

 小学校は今現在、全国学力・学習状況調査においては全国の平均を上回っている状況で

ありますが、中学校に関しましては年々その差は縮まっているものの、いまだに全国平均

には届かないという状況です。その辺の課題、分析については今も随時行っているところ

ですが、私たちとしましては、キャリア教育との連携の部分において議会等でも答弁させ

ていただいておりますが、子供たちが目的意識を持って学習をしていく。それから社会と

のつながりを意識しながら学習をしていくという部分に関しまして、やはり本土の子供た

ちと比べると課題が大きいのではないかと考えています。 

 中学校になってなかなか学力が伸びないということに関しましては、今後、小学校の段

階から目的意識と夢を持って、それをどう日常の学校の中で具体化しながら努力していく

のかというところをキャリア教育と連携しながら続けていくことで、中学校の学力にも反

映されていくのではないかと考えています。小中に関しては以上です。 

【事務局 玉城県立学教育課長】  

 文言については、我々「確かな学力」でもいいのかなと思っているのですが、ただ、現

状は入ってくる高校生は、大学進学を目指している子供たち、就職を目指す子供たち、あ
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るいは義務教育段階の学習がしっかり定着していない子供たち、そういう生徒を高校が預

かるわけです。 

 そういう中にあり、それぞれ分けたのですが、特にそういった学力がまだまだ定着して

いない子供たちをしっかりサポートしようという意味で、(162ｐ)１行目の「③高等学校に

おける学力向上の推進」については、その下の学力定着をしっかり図っていこうというと

ころで、このような明記にしてございます。 

 また、大学を目指す子供たちについては、２フレーズ目でしっかり大学と連携しながら

モチベーションを高めていこうという書きぶりになっていて、高校の現状を背景にこうい

う書きぶりになっているということでございます。以上でございます。 

【前津部会長】  

 読んでいて、「確かな学力」がつけば、この中にはもちろん基礎的な学力が育ってくると

私は思います。それが高校のところでいきなり「基礎的な学力」の書き方になっているの

で、小中で確かな学力をつけていたら基礎的なものは身についているのに、高校であえて

「基礎的」という表現になっていることに少し違和感を覚えました。 

 ですから、もう少し説明や表現を変えるなりしたらどうかなと思います。最初読んだと

きの印象はそう思いました。 

【事務局 玉城県立学教育課長】  

 分かりました。参考にして、また検討させてください。 

(喜屋武専門委員 退室) 

【前津部会長】  

 ほかの部分で何かありましたら。 

 私から、少し記述について気になったところを指摘させてください。 

 北部圏域、中部圏域、南部圏域、宮古圏域、八重山圏域のところで共通している部分が

あるのですが、書き方について若干違いがありまして、北部圏域は(素案)200ページの25

行目に「多様な学習機会の確保に取り組む」の２行で書いてあります。 

 南部には222ページの９行目に「家庭の経済的負担の軽減等に努める」と。 

 宮古は227ページ、八重山は233ページの30行目からあります。宮古、八重山は高校が設

置されていない、親元を離れるというような表現等がありますが、北部、南部離島でも同

じような状況だと思います。高校がないから来ているわけで、近くだからみんな知ってい

ることなので、そこの説明は要らないと考えたのか。少しその表現が気になりました。 
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 素案の最初のところで「南部圏域は」、「北部圏域は」で離島のことも同じように書いて

いるので、そこを踏まえてしっかり書くとすると、宮古圏域、八重山圏域と同じような形

で書くべきではないかと思います。少し検討していただければと思います。 

【事務局 平田室長(総務課教育企画室)】  

 今のことについては、北部や中部に取り組んでいる特徴的なことを圏域ごとに書いてい

るので、全体的にどう書くべきかは今後検討させていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

【前津部会長】  

 よろしくお願いします。 

 ほかに何か。進めてよろしいでしょうか。 

(意見なし) 

 それでは、お手元の資料４について事務局から説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 引き続き説明させていただきます。お手元の資料４と参考資料３の関連体系図(案)を御

準備いただけますでしょうか。 

 資料４は、施策にひもづく成果指標に関する委員の意見となっております。 

 参考資料３の34ページをお開きください。 

 一番上の欄で、基本施策5-(2)「生きる力」を育む学校教育の充実に関する主要指標とし

て、｢『将来の夢や目標を持っている』児童生徒の割合｣としてございます。 

 真ん中下の施策展開ウ 個性を伸ばし、自立に向けた資質・能力を伸ばす教育の推進の中

の施策②個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教育の推進の施策の成果指標としまして、

「『自分には良いところがある』と考えている児童生徒の割合」としてございます。 

 その下の施策③学校教育におけるキャリア教育の推進に関する成果指標として、「『人の

役に立つ人間になりたい』と考えている児童生徒の割合」としてでございます。 

 では、資料４にお戻りください。 

 上の①主要指標に関する欄ですが、先ほど説明した主要指標について１番、島袋委員、

２番、翁長委員より修正意見が出ております。 

 下の②成果指標の欄ですが、こちらの１番から３番まで翁長委員と島袋委員から修正意

見が提示されております。修正意見に対しては事務局の考え方を御説明したいと思います。 

 指標については、基本的に全国比較が可能な既存調査結果を採用することとしており、
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当該指標については文部科学省が毎年度実施している「全国学力・学習状況調査」におけ

る生徒のアンケートの質問項目として採用しているところでございます。 

 続きまして、②成果指標の４番、喜屋武委員からの意見です。ひとり親家庭等の困難を

抱える保護者への生活自立支援については、所管である福祉保健部会に申し送りたいと考

えております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 これについて島袋委員からご意見が出ていますので、お願いします。 

【島袋専門委員】  

 どうしてこういう指摘をさせていただいたかといいますと、夢や目標を持つことは、そ

のものも大事ですが、その元でそこに向かって学んでいくことがもっと大事なことではな

いかと思うからであります。 

 具体的に言いますと、例えば普通高校生の95％ほどは大学進学希望です。しかし、実際

は40％を超えているということで、子供たちの将来の目標と現実の目標達成にあまりにも

乖離がありすぎて、これを本当に目標値として扱っていいのかという懸念があるというこ

とです。文科省の指標を使っていますから、これを沖縄県が変えていくことは難しいと思

いますが、少しその辺を含みおきいただければと思います。 

 もう１つ。成果指標の5-(2)ウ-③ですが、「『人の役に立ちたい』と考えている児童生徒

の割合」をキャリア教育の指標としていますが、キャリア教育の第一の狙いは子供たちの

将来の夢、あるいは目標に向けて学んでいく子供だと思いますので、人の役に立ちたいと

いうのもキャリア教育の目標の大きな要素ではありますが、第一はやはり子供たちの将来

であって、みんなの役に立ちたいというだけで将来自己実現できるかという話は、少し飛

んでいるところがあるのかなと。つながってはいると思いますが、そういうことです。よ

ろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 翁長委員もお願いします。 

【翁長専門委員】  

 文科省の指標を採用するというのはあるのかもしれませんが、先ほどの議論でもあった

ように、沖縄独特のというか沖縄の小中高の学力の課題であったり、それを分析を随時さ

れているということでした。 
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 学力であったり、これはキャリア教育とも相当にかぶる内容ですが、そこに関しては沖

縄の課題の結構重点的なところになると思ったときに、沖縄の課題、我々の課題の分析に

照らし合わせた指標にしていかなければ、どんなに資料の中に施策を書いても、結局10年

間、我々はその指標を目指すことになっていくと思うのです。指標がこうなっていれば、

どんなに文章の中にいいことを書いていても、学校現場の先生方に伝わったり、多くの関

係者に伝わるときにはその指標が伝わっていきますので、そこに関しては文科省のものを

採用しながらも沖縄の課題や沖縄の分析に合わせた成果指標を改めて設定する、改めて調

査を行うというような基盤づくりをするなど、ここは重要な点かなと思いますので、検討

を再びお願いできればと思います。 

【前津部会長】  

 この指標自体は、先ほど島袋委員からもありましたが、文科省からの指標ということな

のでそこをいじることはできません。しかし、今翁長委員がおっしゃったように、沖縄独

自のものがあってもいいのではないか、というのもごもっとな意見だと思います。 

 事務局から資料４について何か。 

【事務局 平田室長(総務課教育企画室)】   

 御意見ありがとうございます。島袋委員、翁長委員がおっしゃるのはもっともだと思い

ます。 

 指標はどういうものが適切な指標なのか、全国と比較できるのか、公信力は高いのかと

いうことで事務局もいろいろ考えながら、実際にこの施策とこの指標が合っているかを考

えながらやっていて、沖縄県はどうであるか、全国はどうであるか、今後10年間どうする

かを公信力の高い指標や客観性があるのかを考えながら、今、文部科学省がやっている全

国学力・学習状況調査に質問項目が50、60あって、その中で一番いいのがどうなのか、こ

れが適切なのかというのを議論しながらやっていて、今後も委員からいろいろなアドバイ

スを、客観的指標がいいのではないか、公信力の指標がいいのではないかという意見や指

導がありましたら、それも含めながら様々検討していきたいと思っております。以上です。

ありがとうございます。 

【前津部会長】  

 それでは先に進めていきたいと思います。よろしいですか。 

(意見なし) 

 それでは、次の説明をお願いします。 



 29 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】  

 それでは、引き続き御説明させていただきます。資料５を御準備いただけますでしょう

か。資料５は自由意見となっておりますので、委員意見に関する事務局の考え方を簡潔に

御説明させていただきます。 

 １番を御覧ください。嘉納委員よりしまくとぅばについて意見がございます。前段部分

については、文化観光スポーツ部より回答がありましたので記載しております。 

 後段のしまくとぅばの記事を活用したＮＩＥ研究協力校について御説明いたします。Ｎ

ＩＥ実践校については、日本新聞協会が毎年度募集を行い、県教育委員会は周知を行って

おります。今後も市町村教委に対し、ＮＩＥの活用について取組例の紹介等に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 ２番を御覧ください。 

 嘉納委員より文化財課文書編さん室専門職員の学校現場での活用について御意見がござ

いますので、御説明いたします。 

 小中学校では、地域の伝統文化に関する取組について、地域人材を外部講師として活用

しております。今後、おきなわ県政出前講座の学校現場での活用や「沖縄県史」等の発刊

物の紹介と授業での活用を提案する研修等を通し、沖縄県の歴史等を編集してきた成果を

学校現場に還元していきたいと考えております。 

 資料２ページの３番を御覧ください。嘉納委員より、通信制高校の入学者増加のため、

県教育委員会通信制高等学校等の関係者による情報交換について御意見がございますので、

御説明いたします。 

 教育委員会としましては、今後入学定員の策定に当たっては、広域通信制高校への進学

者数を考慮する必要があると考えております。 

 ４番を御覧ください。嘉納委員より、平和教育について市町村史編さん室の専門職員等

の活用について御意見御がございますので、御説明いたします。 

 平和教育については、各小中学校において学校教育活動全体を通して計画的に取り組ん

でおります。市町村史編さん室の専門職員は、その地域の歴史や文化を住民に伝える専門

家であり、教育現場への活用は望ましいものと考えております。 

 ５番を御覧ください。嘉納委員より、リモート授業の進展による不登校児童生徒の教育

保障について御意見がございますので、御説明いたします。 

 不登校児童生徒への学習の保障は重要な取組であると認識しており、リモート授業等Ｉ
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ＣＴを活用した学習活動につきましても、今後推進していく必要があると考えております。

不登校児童生徒のみならず、様々な取組により長期欠席者への授業の保障を充実していく

ことが重要であると考えております。 

 資料３ページの６番を御覧ください。嘉納委員より、体育(部活)指導者の及び人権教育

に関する研修会の実施に関する御意見がございますので、御説明いたします。 

 現在、部活動指導者や外部指導者らを対象に資質向上に係る研修を行っておりますが、

今後は人権教育や体罰・ハラスメント研修の義務化に向けて検討しているところでござい

ます。教職員の人権教育に係る研修については、初任者研修や中堅教諭等、資質向上研修

等の経年研修においても実施されており、今後も充実に向けて努めてまいります。 

 ７番を御覧ください。嘉納委員より、外国籍の児童生徒への日本語教育の充実、強化等

について御意見がございますので、御説明いたします。 

 県教育委員会では、日本語指導が必要な児童生徒への支援として、公立小中学校へ日本

語指導教員を配置し、対象児童生徒への必要な指導を行っております。日本語指導教室の

拠点校については、その設置を含め市町村や学校とも連携しながら意見交換をしていきた

いと考えております。 

 また、高校入学者選抜においては、帰国子女等の生徒に対して、入学定員の枠、通学区

域等を弾力的に取扱い、選抜の方法、学力検査等についても可能な限り配慮しております。 

 ８番を御覧ください。仲村副部会長より、新たな振興計画(素案)の中で教師の在り方や

教師像、研修体系等の提案の検討について御意見がございますので、御説明いたします。 

 現在、新学習指導要領の趣旨に沿った「公立学校教員等育成指標」の見直しを行ってい

るところであり、教員として職務を担う上で必要な資質能力の指標についても今後見直し

を行っていきたいと考えております。また、これまでも体罰や各種ハラスメントの防止な

ど教職員の服務に関する研修を実施してまいりましたが、今後も初任者研修や経年研修等

において子供の人権を尊重する研修を行い、教職員の人権意識高揚を図り、喫緊の課題と

して取り組んでまいります。委員意見をどのような形で反映させるかについては、今後検

討してまいりたいと考えております。 

 ９番を御覧ください。仲村副部会長より、部活動顧問教員の過重負担について御意見が

ございますので、御説明いたします。 

 令和元年度より、部活動指導員の配置を行っているところであり、仕組みづくりについ

ては関係各課と今後連携しながら検討してまいりたいと考えております。 
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 資料４ページをお開きください。 

 嘉納委員より意見のある10番の国の高等教育修学支援制度と自治体の支援制度の効果的

運用についての意見と、11番の沖縄職業能力開発大学校等も連携した地域活性化について

の意見、及び12番の県立国公私立大学への通信学部の設置奨励補助についての意見につい

ては、第２回部会で審議したいと考えております。 

 13番、各市町村の編さん室所蔵の資料等の一元的管理についての意見については、第３

回部会で審議したいと考えております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 嘉納委員からいろいろ御意見が出ていますので、どうぞ。 

【嘉納専門委員】  

 個別な小さな質問に対しても丁寧な回答をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 ２番、４番、13番に関わることですが、例えば市町村史の編さん室等にはかなり優秀な

人材が集まっておりまして、修士や博士の学位を持っている人たちが随分といらっしゃる

んです。 

 ところが、３年任期等でその職を失って、また別のところに異動していくということで、

沖縄県内の大学も含めてかなり優秀な人材を育成しているにもかかわらず、雇用の場がな

かなか安定されていないことを非常に感じております。 

 小中学校、高等学校も学力保障など様々課題はあるかもしれませんが、専修・専門学校、

それから大学において沖縄県は復帰後の人材育成を見てみると、かなり教育の投資もあり

まして有益な人材を育成していっていると考えていますし、毎年2,000～2,500名ぐらい県

外の国公立、私立も含めて行っています。育成した人材を沖縄の社会の中でどう受け皿を

つくっていき、彼らの活躍できる場をどう保障していくのか。今日の会議もずっと聞きま

して、ものすごく痛感した次第です。 

 うちの大学はせいぜい2,000名ぐらいの小さな大学ですが、約1,100名ぐらいが県外生で

す。過半数が県外の学生で、４年間名護に住んでいると沖縄大好き人間なんです。沖縄に

就職したくても雇用の場がないです。聞きますと、職種が限られている、待遇が悪い、採

用人数が限られているということで東京や大阪に出ていく。つまり人材は育成している一

方で人材流出があります。これは日頃から感じております。人材育成と関わっての雇用の

場、受け皿の問題をもっと全面的に出してもいいのではないかと、今日は感じた次第です。 
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 あと、素朴な意見として、人材育成の議論をずっと聞いておりますが、沖縄独自の目指

す県民像というか、どういう人材を県は考えているのか。小中高等学校も含めて目指す子

供像は、どういう子供たちを育てていって、どういう県民像をつくっていこうとしている

のか、もう少し鮮明に出してもいいかなと。 

 最後は、最初の新たな振興計画(素案)の概要の中で意外と出てないと思ったのが、スポ

ーツ振興の問題です。オリンピックをやっていますが、スポーツ基本法の中で冒頭の第１

条でスポーツは世界共通の人類の文化とうたっていますが、沖縄は歴史・文化のところに

書いていますが、スポーツが全く出てこない。 

 ところが、沖縄市をはじめとしてアリーナ、それからプロバスケット等もかなり力を入

れていって振興政策に関わろうとしている中で、この概要の中に出てこないのはどうして

かなということと、スポーツだけではなく音楽も学生も含めて若者の関心があるので、そ

のあたりの取扱いというか、位置づけを説明いただきたいと思います。 

【前津部会長】 

 事務局から説明お願いいたします。 

【事務局 高江洲企画調整課長】  

 ただいま委員から御質問がありました、スポーツ振興についての部分の記述が素案の中

にないのではなというところですが、素案概要の中ではスペースの関係もありまして記述

ができていない部分もございますが、素案本体の中では希望と活力にあふれる「スポーツ

アイランド沖縄」の形成という項目を立てまして、今回初めて基本項目として新たな振興

計画(素案)の中に取り入れております。 

 (128ｐ)スポーツ関連産業の振興と地域の活性化、(129ｐ)スポーツコンベンションの推

進とスポーツ交流拠点の形成、スポーツを核とした新たな産業の創出とアジア展開等々、

そういった形で新たな振興計画にも盛り込んでいるところでございます。 

【前津部会長】  

 嘉納委員、よろしいでしょうか。 

【嘉納専門】  

 その箇所は私、読んでおりますが、概要の中で表に出てこないということは、力の入れ

具合が少し弱いのかなという感じがしまして、ただ、実際はスポーツ関係の産業は随分と

動いている中で、県としてのスポーツ行政に対しての御理解と市町村レベルでの力の入れ

具合に温度差が少しあるのかなという感じをしたわけです。 
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【前津部会長】  

 今のは御意見ということでよろしいですか。 

【嘉納専門委員】  

 はい。 

【前津部会長】  

 ほかに何か御質問等がございましたら。どうぞ。 

【宮城専門委員】  

 質問ではなく提案です。先ほど嘉納委員の自由意見と少しだけ関連するかなと思います

が、今後の話し合いテーマについての提案です。 

 第３回目のテーマが「生涯学習、文化財等」となっております。恐らく「文化財等」の

部分だと思いますが、第４章1-(4)沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展などというと

ころで、この沖縄文化の保存・継承はもちろんそうですが、次の「創造と更なる発展」の

ところがこの部会でしっかり話し合うべきところかなと思っているのですが、このテーマ

が「文化財等」となっていると、そこに発想、意見がいきづらいなと思っていて、ほかの

部会で話されるから「文化財等」にしているかもしれませんが、ここを文化振興や人づく

りの視点で話し合える場にしたほうがいいのではないかという提案です。いかがでしょう

か。 

【前津部会長】  

 この「文化財等」の中には、今、指摘のあった部分も含まれていると考えていいかと、

私は思いますが。 

【宮城専門委員】  

 この「等」に含んでますということだと思いますが、この部会では今後「創造と更なる

発展」のところにさらに注力してというか、そういう意識で臨んだほうがいいのかなとい

う意見でした。御検討いただければと思います。 

【事務局 高江洲企画調整課長】  

 ただいまの御意見ですが、今、文化スポーツ部会で審議させていただいているところで

ございます。 

【前津部会長】  

 今の提案は、「更なる発展」のところに人材の問題も絡んでくるのではないかということ

で、ここでも議論の方向でもよろしいですかというご意見ですが。 



 34 

【事務局 高江洲企画調整課長】  

 これにつきましては、庁内で検討させていただきたいと思います。 

【前津部会長】  

 私は含まれていると考えますので、そこで関連する発言があればお願いしたいと思いま

す。 

 ほかになければ、以上で本日の審議を終了したいと思います。 

 事務局から報告等がありましたら、お願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】  

 皆様、本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 事務局から御連絡でございます。 

 本日の議事内容につきましては、来週末をめどに委員の皆様へ報告いたしまして、内容

を御確認いただいた上で、８月下旬に議事録等含めまして県ホームページに掲載させてい

ただく予定としておりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 次回の開催日程について、８月12日・木曜日の14時から16時まで、場所は変わりまして

会場はサンパレス球陽館を予定してございます。 

 第２回の検討テーマは「高等教育、地域人材、産業人材」、新たな振興計画(素案)【抜粋

版】(参考資料２)と関連体系図(案)【抜粋版】(参考資料３)には青字でお示ししている箇

所になります。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、検討テーマに関する意見書の

提出につきましては８月４日が締切りとなっておりますので、御協力いただけますようよ

ろしくお願いいたします。 

 事務局からの報告は以上でございます。 

【前津部会長】 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了したいと思います。どうもお疲れさまで

した。 

３ 閉  会 

 


